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1 101996809  002.7 /ｽ / たのしみノートのつくりかた 杉浦　さやか∥著 祥伝社

2 101996650  116 /ﾅ / それゆけ！論理さん 仲島　ひとみ∥著 筑摩書房

3 101996841  123.1 / / 易経 今井　宇三郎∥〔訳〕著 明治書院

4 101997187  123.8 /ｺ / 論語 〔孔子∥著〕 明治書院

5 101997195  123.8 /ｻ / 高校生が感動した「論語」 佐久　協∥〔著〕 祥伝社

6 101997104  123.8 /ﾓ / 孟子 孟子∥〔著〕 明治書院

7 101996965  124.1 / / 孔子家語 宇野　精一∥〔訳〕著 明治書院

8 101996981  124.1 /ｼ / 荀子 荀子∥〔撰〕 明治書院

9 101996999  124.2 / / 列子 小林　信明∥〔訳〕著 明治書院

10 101997096  124.2 /ｿ / 荘子 荘子∥〔著〕 明治書院

11 101996908  124.3 /ﾎ / 墨子 墨子∥〔著〕 明治書院

12 101997088  124.5 /ｶ / 韓非子 韓　非∥〔著〕 明治書院

13 101996940  125.1 / / 論衡 〔王　充∥選〕 明治書院

14 101996890  125.1 / / 淮南子 〔劉　安∥編〕 明治書院

15 101997013  125.5 /ｵ / 伝習録 〔王　陽明∥著〕 明治書院

16 101996791  146.1 /ｷ / ハブられても生き残るための深層心理学 きたやま　おさむ∥著 岩波書店

17 101996668  159.5 /ﾃ / 大人も気づいていない４８の大切なこと Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ∥著 学研プラス

18 101996957  222.0 / / 蒙求 〔李　瀚∥編〕 明治書院

19 101997161  222.0 / / 戦国策 〔劉　向∥編〕 明治書院

20 101996924  222.0 /ｼ / 史記〈世家〉 〔司馬　遷∥著〕 明治書院

21 101997070  222.0 /ｼ /1 史記〈列伝〉 〔１〕 〔司馬　遷∥著〕 明治書院

22 101996916  222.0 /ｼ /2 史記〈世家〉 ２ 〔司馬　遷∥著〕 明治書院

23 101996874  222.0 /ｼ /3 史記〈列伝〉 ３ 〔司馬　遷∥著〕 明治書院

24 101996866  222.0 /ｼ /4 史記〈列伝〉 ４ 〔司馬　遷∥著〕 明治書院

25 101996783  280.4 /ﾗ / 天才はみんな「鈍感」さん ライフハックアニメーション∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

26 101996718  369.4 /ｺ / 親を頼らないで生きるヒント コイケ　ジュンコ∥著 岩波書店

27 101997179  399.2 /ｿ / 孫子 孫子∥〔著〕 明治書院

28 101996700  404 / / 数理の窓から世界を読みとく 初田　哲男∥編著 岩波書店

29 101996775  410 /ﾂ / カジュアルな算数・数学の話 鶴崎　修功∥著 クラーケンラボ

30 101997203  413.3 /ﾔ / 高校生が感動した微分・積分の授業 山本　俊郎∥著 ＰＨＰ研究所

31 101997211  417 /ﾔ / 高校生が感動した確率・統計の授業 山本　俊郎∥著 ＰＨＰ研究所

32 101996767  440 /ﾆ / 宇宙一わかる、宇宙のはなし 日本科学情報∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33 101996742  490 /ｵ / 教えて！マジカルドクター 大塚　篤司∥著 丸善出版

34 101996734  493.8 / / ぼくらの感染症サバイバル 香西　豊子∥監修 いろは出版
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35 101996684  498.5 / / 八訂準拠ビジュアル食品成分表 新しい食生活を考える会∥編著 大修館書店

36 101996759  507.9 /ｾ / ジオラマテクニックバイブル 瀬川　たかし∥著 成美堂出版

37 101996692  518.8 / / はじめてのまちづくり学 山崎　義人∥著 学芸出版社

38 101995132  611.3 /ｲ / 食べものが足りない！ 井出　留美∥著 旬報社

39 101997120  826 / / 文章軌範 〔謝　枋得∥編〕 明治書院

40 101996882  826 / / 文選〈文章篇〉 〔蕭　統∥撰〕 明治書院

41 101996676  F /ｲﾌ / ジョン万次郎漂流記 井伏　鱒二∥作 偕成社

42 101996726  F /ｽｷ / 馬と明日へ 杉本　りえ∥作 ポプラ社

43 101995140  914.6 / /1 大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ １ 和合　亮一∥編　エッセイ ゆまに書房

44 101997146  919 / / 日本漢詩 猪口　篤志∥〔編〕著 明治書院

45 101997138  921 / / 古文真宝 〔黄　堅∥編〕 明治書院

46 101997062  921.3 / / 詩経 石川　忠久∥〔訳〕著 明治書院

47 101997005  921.3 / / 楚辞 〔劉　向∥編〕 明治書院

48 101997039  921.4 / / 文選〈賦篇〉 〔蕭　統∥撰〕 明治書院

49 101997153  921.4 / / 唐詩選 目加田　誠∥〔訳〕著 明治書院

50 101997047  921.4 / / 文選〈詩篇〉 〔蕭　統∥撰〕 明治書院

51 101996973  921.4 / /2 文選〈賦篇〉 ２ 〔蕭　統∥撰〕 明治書院

52 101997112  923.4 / / 唐代伝奇 内田　泉之助∥〔訳〕著 明治書院

53 101997021  923.4 / / 世説新語 〔劉　義慶∥撰〕 明治書院

54 101996932  924.4 /ｶ / 唐宋八大家文読本〈韓愈〉 韓　愈∥〔著〕 明治書院

55 101996858  924.5 /ｿ / 唐宋八大家文読本〈蘇軾〉 蘇　軾∥〔著〕 明治書院

56 101996643 B 404 / / 教科書名短篇 中央公論新社∥編 中央公論新社

57 101996833 B F /ｲﾉ /1 誰も死なないミステリーを君に 〔１〕 井上　悠宇∥著 早川書房

58 101996825 B F /ｲﾉ /2 誰も死なないミステリーを君に ２ 井上　悠宇∥著 早川書房

59 101993038 YB F /ｲﾉ / 誰も死なないミステリーを君に 眠り姫と五人の容疑者 井上　悠宇∥著 早川書房
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